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日本初上陸のトリートメント「悠 YU, THE SPA by L’OCCITANE」 

四季にあわせたボディケアアイテムなどを使用したオリジナルメニューなど 

5種類のトリートメントを 10月 1日よりサービス開始 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：和泉 浩）は、2018年 10月 1日（月）より、ホテル内

スパ施設「悠 YU, THE SPA」において、日本初上陸となるトリートメントメニュー「悠 YU, THE SPA by 

L’OCCITANE」の提供を開始。ホテル椿山荘東京だけのオリジナルメニューを含む 5種類のトリートメ

ントを提供いたします。 

 

ロクシタンスパは、プロヴァンスのアール・ド・ヴィーヴル（暮らしの芸術）の概念にインスパイア

されたロクシタンが、プロヴァンスの厳選された自然原料と、世界中の伝統的なトリートメント技術を

融合させ、世界で展開しています。「悠 YU, THE SPA by L'OCCITANE」は、フェイシャルトリートメン

ト 2種類、ボディトリートメント 2種類、オリジナルメニュー1種類をご用意。心地よい香りと静寂に

包まれやすらぎに満ちた空間で、お好みのメニューをお選びいただけます。 

 

ホテル椿山荘東京でしか受けることのできないオリジナルメニューは、150 分のフェイシャル＆ボデ

ィトリートメント「ガーデン シークレット シグネチャートリートメント」。春（3～5月）はチェリー

ブロッサム、夏（6～8月）はヴァーベナのボディケアアイテムを使用するなど、四季を愛でる日本のお

もてなしの心のように、春夏秋冬で用いるケアアイテムを変更します。 

 

また、トリートメント前には、静岡県伊東より直送され美肌効果があると言われる温泉（アルカリ性

単純泉）で身体を温めることができ、身も心も解き放たれたトリートメント後には、ラウンジにて余韻

に浸りながらティータイムをお楽しみいただけます。 

 

10月上旬には、11月 15日（木）から利用可能な 60分のボディトリートメント付きステイプランの予

約も開始いたします。この機会に日本で唯一のサービスを体験いただける優雅な時間をお楽しみくださ

い。 

 

 

 

 



 トリートメントメニュー詳細 

■サービス開始日 ：2018年 10月 1日（月） 

■予約開始日 ：2018年 9月 18日（火） 

■営業時間 ：10:00～21:30   

■店舗  ：「悠 YU, THE SPA」（ホテル椿山荘東京 2F）  

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/spabyloccitane/ 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-4785（10:00～21:00） 

 

 

＜フェイシャルトリートメント＞ 

1. 「イモーテル ディヴァイン シークレット」 90分：32,000円（消費税込） 

ロクシタンの最高峰フェイスケアラインである「イモーテル ディヴァイン」を惜しみなく用い、顔や首、

デコルテのたるみをケアする究極のエイジングケア（*1）トリートメント。  

オーガニックイモーテル（*2）のエッセンシャルオイルやマートル（*3）を含んだ 7つの植物の力と、

特別なトリートメントで肌全体にアプローチし、顔全体およびデコルテがなめらかになるとともに、フ

ェイスラインがすっきりと引き締まります。また、肌全体が若返った印象になります。 

クレンジング、スクラブ、マスク、目元やリップのケア等、顔全体からデコルテに至るまでトータルケ

アを行い、贅沢なリラックスタイムをお過ごしいただけます。 

 

（*1） 年齢に応じたケアのこと 

（*2） ヘリクリスムイタリクム花油 

（*3） ギンバイカ油 

 

【摘み取った後も、鮮やかな色を保つ永久花、イモーテル】 

類いまれなる生命力をもつ神秘の花は、英雄の傷をいやしたと伝えられています。ロクシタンでは 

イル・ド・ボーテ（美の島）とも呼ばれるコルシカ島で採取した、高品質のオーガニックイモーテ 

ルからエッセンシャルオイルを抽出しています。 

【生命のシンボル、マートル】 

300年以上の寿命を持ち、古来より再生のシンボルとされ、その白い花が放つ甘い香りは、自生す 

る地中海岸でふるさとの香りとして愛されています。 

 

 

2. 「シア ナリッシング コンフォート」 60分：25,000円（消費税込） 

ロクシタンの実力保湿ケアライン「シア」で展開されているスキンケア商品を用い、敏感肌および、肌

の乾燥などにお悩みの方のニーズに応える特別なフェイシャルトリートメント。肌荒れしている男性に

もおすすめです。 

1000年以上も前からアフリカで使用されている天然の保湿成分であるシアバター（シア脂）が、油分の

欠乏を補い、スキンバランスを整えます。ドレナージとシアの効果により、健やかでうるおいたっぷり

の肌へと導きます。しっとり保湿された柔軟な肌が長続きし、心の安らぎももたらします。 

 

【守り受け継がれる神聖な木 シア】 

西アフリカのブルキナファソで、1000年以上も前から神聖な木として大切に守り受け継がれてきたシア。

その木の実から抽出して作られる天然の保湿成分シアバター（シア脂／保湿成分）には、肌や髪が必要

とするオレイン酸や美容成分が豊富に含まれています。 

ロクシタンは、シアバターを直接ブルキナファソの女性から公正な価格で仕入れ、女性たちの自立に協

力しています。また、ブルキナファソの女性が継続的に収穫できるよう、植林の資金確保にも貢献して、

アフリカ大陸の森林も守っています。 

 

 

 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/spabyloccitane/


＜ボディトリートメント＞ 

3. 「リラクシング アロマコロジー トリートメント」 60分：25,000円（消費税込） 

心身に安らぎをもたらす、世界のロクシタンスパで大人気のボディトリートメント。 

ロクシタンは、創設者オリビエ・ボーサンが、1976年に昔ながらの伝統的な蒸留器でローズマリーのエ

ッセンシャルオイルを抽出し販売したところにはじまります。今もその想いを受け継ぎ、豊かな大地に

息づくハーブや花々の恵みへの感謝とともに、その優れたエッセンスをすべての製品に役立てています。 

トリートメントに用いるエッセンシャルオイルは、ラベンダー（*1）、ゼラニウム（*2）、スイートオレ

ンジ（*3）、ベルガモット（*4）、マンダリン（*5）といった天然由来のもの。やさしいラベンダーの香

りに包まれながら、スウェーデン式、中国式、バリ式のトリートメント技術を組み合わせた手技により、

緊張を和らげストレスを減少させます。リラックス効果が非常に高く、心身ともに落ち着き、夜は安ら

いだ深い眠りをもたらします。 

 

（*1） ラベンダー油 

（*2） ニオイテンジクアオイ花油 

（*3） オレンジ油 

（*4） ベルガモット果実油 

（*5） マンダリンオレンジ果皮油 （*1～5まで全てスキンコンディショニング成分） 

 

 

4. 「シア ナーチャリング トリートメント」 90分：30,000円（消費税込） 

4 種類のトリートメント技術を組み合わせた、ロクシタンスパを代表するボディトリートメントで、ロ

クシタンスパが初めての方や、疲労がたまっている方におすすめです。 

保湿力に優れたシアバター（シア脂）をたっぷり配合したオイルを使用することで肌がうるおい、なめ

らかになるとともに、ゆったりとしたストローク、強めにかける圧、身体をあたため活力を与えるホッ

トストーン等のトリートメントを組み合わせることにより、ストレスや筋肉の凝りが和らぎ、活力にあ

ふれるボディに導きます。 

 

 

＜フェイシャル＆ボディトリートメント＞ 

5. 「ガーデン シークレット シグネチャートリートメント」 150分：50,000円（消費税込） 

ロクシタンスパの開発責任者が来日時にホテル椿山荘東京の庭園に感銘を受け、インスピレーションが

沸いたことにより生まれた、唯一無二のホテル椿山荘東京オリジナルメニューです。ロクシタンスパ最

高峰のフェイシャルトリートメント「イモーテル ディヴァイン シークレット」90分と、四季を愛でる

日本のおもてなしの心のように、春夏秋冬で用いるケアアイテムを変更するボディトリートメント 60

分を組み合わせました。前後の庭園散策との組み合わせにより、自然に包まれ、その恵みを存分に享受

するこのうえない至福のリラクゼーションタイムをお届けいたします。 

 

季節毎のボディケアアイテム（予定） 

【春（3、4、5月）：チェリーブロッサム】 

豊かな自然に囲まれた南仏リュベロンの中心地・アプトでは、春になると桜の花が村いっぱいに咲き誇

り、その風景をたくさんの芸術家たちがこよなく愛しました。 

咲きたての桜の花びらのようなピュアで愛らしい、春の息吹の香りがロクシタンの製品には詰まってい

ます。 

ホテル椿山荘東京の庭園にも約 20種 120本の桜が咲き、感謝の気持ちが行き交う、甘酸っぱい思い出が

刻まれる季節です。 

 

【夏（6、7、8月）：ヴァーベナ】 

地中海沿岸で古くから自生し、栽培もされてきたヴァーベナ。魔女が恋の媚薬に入れて、思いを寄せる

人の気を引いたという言い伝えから、「恋を呼ぶハーブ」とも呼ばれています。プロヴァンスの夏の風物

詩とも言われ、幸福のシンボルとしても親しまれてきました。 



レモンを思わせるようなさわやかな柑橘系の香りは、心と身体を涼やかにし、気分リフレッシュにもお

すすめです。 

太陽と緑が心地よく共存する夏の庭園に、プロヴァンスのさわやかな香りが爽快な風を運びます。 

 

【秋（9、10、11月）：ローズ】 

ロクシタンのローズ製品は、繊細な花びらに熱を加えずにローズ本来の香りを抽出する、古典的なアン

フルラージュ法（冷浸法）を独自の技術で再現してつくられており、咲きたての新鮮なローズの香りが

幸福感を誘います。 

秋は結婚式の季節であり、ホテル椿山荘東京全体に満ちる幸せの香りがまさにロクシタンのローズの香

りと重なります。 

 

【冬（12、1、2月）：ラベンダー】 

プロヴァンスを代表するハーブ、ラベンダー。そのなかでも「オートプロヴァンス」と呼ばれる標高 800m

以上の高地で栽培されるラベンダーは、高品質のラベンダーとしてしられ、良質なエッセンシャルオイ

ルが抽出されます。ロクシタンのラベンダー製品は、その「オートプロヴァンス」で栽培・抽出され、

かつA.O.P認定を受けた高品質のラベンダー エッセンシャルオイルが使用されています。 

ラベンダー エッセンシャルオイルはプロヴァンスでの生活に欠かせないもののひとつで、リラックス効

果に優れ、その香りはあたたかく豊かな心を育みます。 

ラベンダーの香りとともに、冬の庭園に差し込む日差しのような心地よいあたたかさに包まれます。 

 

 

 

悠 YU, THE SPA by L'OCCITANE ボディトリートメント付きステイプラン（1日 1組限定） 

■期間  ：2018年 11月 15日（木）～12月 28日（金） 

■予約開始日 ：2018年 10月上旬 

■料金  ：お一人様 50,000円～（2名様 1室ご利用時） 

お一人様 76,500円～（1名様 1室ご利用時） 

※消費税・サービス料込み、宿泊税別 

■内容  ：・1泊：プライムエグゼクティブスイート シティビュー（60㎡） 

・全天候型屋内プール、温泉、フィットネスジム、スパラウンジのご利用 

・3つのスタイルより選べるご朝食（洋食・和食またはルームサービス） 

・パゴダラウンジのご利用（スイートルームゲスト専用ラウンジ） 

・悠 YU, THE SPA by L’OCCITANEボディトリートメント 

「リラクシング アロマコロジー トリートメント」（60分）のご利用 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

 

 

ホテル会員 特別トリートメントご優待 

■ご予約期間 ：2018年 9月 3日（月）～12月 28日（金）※一般予約より先行して受付いたします 

■対象期間 ：2018年 10月 1日（月）～2019年 2月 28日（木）※年末年始除く 

■ご優待内容 ：全 5種の「悠 YU, THE SPA by L’OCCITANE」トリートメント 20％OFF 

■対象会員 ：＜ホテル椿山荘東京＞ 

・カメリアクラブ・アニバーサリークラブ（ホテルでの挙式者のみ） 

・四季 advantage https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/member/shiki-mejiro.html 

・トリートメントクラブ https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/member.html 

 

 

ホテル椿山荘東京 公式 SNSフォロワー向けキャンペーン 

■対象期間 ：2018年 10月 1日（月）～10月 31日（水） 

■内容  ：全 5種の「悠 YU, THE SPA by L’OCCITANE」トリートメント利用時に、 

ホテル公式 SNS（Facebook、instagramまたは twitter）をフォローしている画面を提

示するとロクシタンのノベルティをプレゼント 

 その他のサービス詳細 



 

 

「ホテル椿山荘東京」 × 「ロクシタン」 提携の背景 

「悠 YU, THE SPA by L’OCCITANE」は、自然豊かな土地を愛し、その恵みをお客様にお届けすると

いうホテル椿山荘東京とロクシタンの想いが合致し、実現いたしました。 

2007年に客室アメニティとしてロクシタン製品を導入して以降、2014年 11月にはフレッシュなシト

ラスの香りが特徴の「シトラスヴァーベナ」シリーズを国内ホテルで初めて常設。期間限定のコラボレ

ーションアフタヌーンティーやステイプランも提供するなど、10年以上にわたる良好な関係があり、こ

の度、両社の目指す豊かな自然の中でリラクゼーション時間を過ごせる機会を創出したいという想いか

ら、提携に至りました。 

 

 

 

南仏プロヴァンス地方の明るい太陽や大地、自然にインスピレーションを受け高品質なテクスチャー

と香りのアイテムを世界中にお届けするブランド「ロクシタン」は、心地よい香りと静寂、安らぎに満

ちた空間で、身も心も解き放たれるリラクゼーションタイムを提供するスパを世界各国で展開しており

ます。「Spa by L’OCCITANE」は、ロクシタンが展開する異なる 3つのスパスタイル※のうちの一つで、

世界で 70ヵ所に展開（2018年 7月現在）。世界の 5つ星ホテルにのみ導入されています。日本では、ホ

テル椿山荘東京で「悠 YU, THE SPA by L’OCCITANE」としてノウハウを採り入れ、ロクシタンの世界

観を堪能できるトリートメントを提供いたします。 

※：「Spa by L’OCCITANE」のほか、ロクシタン旗艦店に設置されている「Spa L’OCCITANE」（世界 4ヵ所）と、ロクシタンの直営店舗に

併設されている「Petit Spa L’OCCITANE」（世界 24ヵ所）を展開。 

 

 

「ロクシタン」とは 

輝く太陽と咲き誇る花々の豊かな自然に包まれた南仏プロヴァンス。1976年にその地で生まれたロク

シタンは、厳選された植物素材を使用したスキンケアやボディケア、フレグランス製品などを通じて、

プロヴァンスの生活を提案するライフスタイルコスメティックブランドです。植物原料とエッセンシャ

ルオイルを使用したナチュラルコスメの先駆けとしてスタートして以来、その上質なアイテムの数々は

90ヶ国以上、約 3000店舗で展開し、世界中の人々に愛されています。 

スパ事業についても、2001 年に開始して以降、幅広いノウハウや豊富な技術を積み重ねてきており、

現在では世界 32ヵ国で 98店舗を展開しております。（2018年 7月現在） 

 

 

「ホテル椿山荘東京」とは 

ホテル椿山荘東京は、都心にありながら、森のような庭園の中に建つホテルです。「世界をもてなす、

日本がある。」をコンセプトに、美しい自然の中で、日本のもてなしの心と、世界基準のサービススタ

ンダードをご体感いただける空間や時間をご提供しています。 

 267室の客室では、第二の我が家のようにお寛ぎいただけるよう充実した機能やアメニティを備える

だけでなく、都心のパノラマ、またはガーデンビューをご堪能いただけます。そのほか、庭園内や館内

の 9つのレストラン、自然光を感じられる直営のスパ・トリートメント施設、最大 2,000名様までご利

用いただける大会場を含む 38の宴会場、チャペル・神殿、理・美容室、フォトスタジオなどを完備して

います。 

 散策できる広大な庭園には、国の有形文化財の三重塔や茶室、史跡があり、また春の桜、きらめく新

緑、初夏の蛍、夏の涼やかな滝のしぶき、紅葉、雪景色の中の椿と、四季の風情が東京にいることを忘

れさせる特別なひとときをお過ごしいただけます。 

ホテル椿山荘東京は、ジャパンブランドのホテルで唯一「ミシュランガイド東京」にて最高ランクの

5パビリオンのご評価を 11年連続でいただいております。「フォーブス・トラベルガイド」が発表した

格付けの「ホテル部門」・「スパ部門」では、おかげさまで名だたるホテルが並ぶ 4つ星を獲得できま

した。また、特に最高級の施設とサービスにより、記憶に残る体験を提供するホテルとして認められ「プ

リファードホテルズ & リゾーツ」の「LVX Collection」に加盟いたしております。 

 悠 YU, THE SPA by L’OCCITANEとは 



 

 

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先 

藤田観光株式会社 ホテル椿山荘東京 マーケティング課 担当：小田、眞田 

TEL. 03-3943-5506（直通）FAX. 03-3943-1172 Email:pressroom@hotel-chinzanso.com 

 

ホテル椿山荘東京 PR事務局 

担当：關（せき）、石原、重田（おもだ） 

TEL:03-6863-3377 Email: hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp 


